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１ 趣旨 

 市教育委員会では，平成１７年度から教育施策の基調を「健やかな心と体

を育む教育」と定め，この基調による目標のもと，実施に努めているところ

ですが，平成１９年６月の「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の

一部改正により，「教育委員会は，毎年その教育行政事務の管理執行状況につ

いて点検及び評価を行い，その結果に関する報告書を議会に提出し，公表す

ること」となりました。昨年度は，平成２０年度「印西市の教育施策」につ

いて「点検・評価」を実施し，各分野の学識経験者の皆様よりご意見をいた

だき，報告書を取りまとめ，公表しました。この「内部点検評価」の作業及

びいただいたご意見を参考にすることで，平成２１年度中に施策の進捗状況

を再確認し，効果的な施策の展開に寄与することができたと考えております。 

 今年度は，印旛村，本埜村と合併した新印西市の最初の点検評価となりま

すが，旧印旛村，旧本埜村の２１年度事業については，２１年度中に各村教

育委員会で点検評価を実施し，報告していることから，今年度の点検・評価

は，平成２１年度旧印西市教育委員会の「印西市の教育施策」の「点検・評

価」を実施し，旧印旛村，旧本埜村の事業についても可能な限り勘案し，報

告書に取りまとめました。これを公表し，市民のみなさまからご意見をいた

だき，よりよい教育の実現に向けて，取り組みを進めてまいりたいと考えて

います。 

 

２ 点検評価の対象 

 点検評価の対象は，平成２１年度版印西市の教育施策（以下「教育施策」

という。）中の目標と重点施策における事業の実施内容について，点検を行い，

印西市教育委員会としての自己評価を報告書としてまとめました。 

 

３ 点検評価の方法 

 点検評価の方法は，教育施策中の「重点施策」毎の事業に係る「事業内容」

について，その具体的実施事業及びその状況を明らかにし，この実施内容に

基づき，施策の内部評価を客観的に行い，課題を分析し，今後の事業に活か

すものとします。なお，法律に明記されている「学識経験を有する者の知見

の活用」については，学校教育，生涯学習，スポーツ振興それぞれの分野の

学識経験者の皆様（元市学校長，元市社会教育委員，市体育協会役員）に，

御意見をいただきました。 

 

 （点検評価の流れ） 

 ○事業点検…重点施策毎の事業内容点検（点検者：担当課長） 

   ↓ 

 ○施策評価…重点施策評価（評価者：教育長，部長。学識経験者知見活用） 

   ↓ 

 ○総合評価…教育委員会会議における最終評価（評価者：教育委員） 
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４ 点検評価結果の構成 

 

教育施策中の「目標」，「具体目標」毎の「重点施策」における「事業内容」

を平成２１年度に実施すべき事業目標と位置付け，この実施状況について点

検を行い，「重点施策」毎に内部評価しています。 

 

表の項目について 

○事業……「重点施策」毎に掲げている事業です。 

 

○事業内容（平成２１年度目標）……事業の具体的内容です。教育施策は，

平成２１年度の事業計画書であり，教育施策中の重点施策における「事業

内容」は，実施すべき具体的事業内容であることから，（平成２１年度目

標）と位置付けています。 

 

○平成２１年度実績……平成２１年度目標に対し，実際に実施した事業の内

容，回数などを具体的に記載しています。 

 

○施策評価……「重点施策」毎に，事業の進捗を点検し，印西市教育委員会

が内部評価しました。評価指標は「Ａ，Ｂ，Ｃ」の三段階評価とし，以下

の内容を基準としています。 

Ａ 事業の目標が達成され，計画以上の施策の進捗が認められる。 

Ｂ 事業の目標が概ね達成され，施策の進捗が認められる。 

Ｃ 未達成事業が多く，施策の進捗がほとんど認められない。 

 

○評価理由……「Ａ，Ｂ，Ｃ」の評価を行った理由を示しています。 

 

○今後の課題……重点施策の実現に向けて，今後の方向性を示しています。 
 

 《参 考》地方教育行政の組織及び運営に関する法律 （抜粋）  

〔昭和３１年６月３０日法律第１６２号 〕 
 

（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）  

第２７条  教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により教育

長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第３項の規定により事

務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について

点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとと

もに、公表しなければならない。  

２  教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を

有する者の知見の活用を図るものとする。  



 

５  印西市基本構想と印西市の教育施策  

4 

健 や か な 心 と 体 を 育 む 教 育  

 

目      標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 施 策 の 基 調 

Ⅰ．豊かな人間性と未来を築くたくましい力を持つ子供を育

成し，生涯学習の基礎づくりをめざす。 

Ⅲ．ゆとりと潤いのある地域社会を構築するために，地域文

化の醸成をめざす。 

 

Ⅱ．市民それぞれが，生きがいを感じ，市民相互の心の通い

あう人間味豊かな生涯学習によるまちづくりをめざす。 

Ⅳ．心身ともにたくましく健康で明るい市民生活の充実をめ

ざし，生涯スポーツの推進を図る。 

 

印西市基本構想 

人 と 自 然 が 笑 顔 で つ な が る ま ち － い ん ざ い   

１緑豊かな自然を活かす持続的なまちづくり 

２互いに支え合い心が通うまちづくり 

３多彩な産業が育つ活力あるまちづくり 

４豊かな文化を創造するまちづくり 

５暮らしやすい都市機能のあるまちづくり 

６市民と共に歩み育むまちづくり 

将来都市像  

将来の都市像実現のため６つの柱  



 

６ 教育施策の目標  
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21世紀を担う子供たちが，たくましく心豊かに成長することは，私たちの願いで

ある。 

このことから，小・中学校教育においては，特色ある学校づくりを推進するため，

特色ある教育課程の編成と指導方法の改善を図り，一人一人の子供の能力・適性等

に応じた，個性を生かし育む教育を推進する。また，国際化，高度情報化等の社会

の変化に適切に対応できる「生きる力」を育成する。 

  さらに，教職員の専門性と指導力の向上と，教育の機会拡充を推進しながら，子

供の個性伸長を図り，生涯学習の基礎づくりをめざす。 

 

 
 

 

 生活水準の向上や余暇時間の増大等により，日々の暮らしに生きがいを感じ，心

豊かで充実した生活を送れるよう，生涯にわたって学習できることが重要となって

きている。また，国際化・尐子高齢化・情報化等の進展により，市民の価値観も多

様化し，身近な地域や家庭生活でも大きな変化に直面しており，絶えず正しい情報

を見極め，個人の適性に応じた知識や技術を習得し，活用していく必要性が高まっ

ている。 

  こうした市民の多様な学習ニーズと現代的課題に適切に対応するため，いつでも

どこでもだれでもが，生涯にわたり様々な分野で楽しく学ぶことのできる学習環境

づくりが求められている。 

    このことから，生涯学習推進体制や学習機会の拡充及び情報提供システムの確立

など生涯学習支援システムの整備を推進する。 

  さらに，市民に学習活動の場を広く提供するため，公民館及び図書館のネットワ

ークの確立を図るとともに，社会教育関連施設の体系的整備や組織体制の充実に努

める。 

  また，核家族化や都市化が進み，地域社会の連帯感が希薄化する中で，次代を担

う子供たちの可能性や個性を伸ばし，豊かな人間性や創造性を養うためには，学

校・家庭・地域社会がお互いに連携・協力し，一体となって取り組む体制づくりを

推進する。 

  一方，青尐年の健全育成を図るため，関係機関との連携のもとに，地域ぐるみの

ボランティア活動や世代間交流を促進する。 

Ⅰ．豊かな人間性と未来を築くたくましい力を持つ子供を

育成し，生涯学習の基礎づくりをめざす。 

Ⅱ．市民それぞれが，生きがいを感じ，市民相互の心の通い

あう人間味豊かな生涯学習によるまちづくりをめざす。 
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 私たちを取り巻く社会環境の大きな変化に伴い，多様なライフスタイルが追求さ

れ，暮らしに生きがいやゆとり，潤いをもたらす文化的価値が重視されてきている。 

こうした中で，市民一人一人がゆとりある充実した生活をおくるためには，文化

に親しみ，自ら文化創造の担い手となることを基本として，魅力に富んだ地域文化

の形成が求められている。 

また，文化は古くからその地域の自然・歴史・伝統と共存しながら，そこに住む

人々の長い生活の営みによって育まれ，独自のものを形成してきた。ところが，昨

今の急激な都市化の進展に伴い，社会構造や生活環境が大きく変貌する中で，伝承

されてきた生活技術や習慣の多くが忘れ去られようとしている。 

このことから，市民の自主的で創造的な文化芸術活動の推進や市民の文化芸術に

対する関心を高めるため学習機会や学習情報の提供などを積極的に行い，ゆとりと

潤いのある文化芸術活動の盛んなまちづくりを展開する。 

さらに，市民の心のよりどころとなる文化遺産を保護し，次の世代に継承するた

め，積極的に調査研究するとともに，その保存・活用に努め，伝統文化の振興を図

る。 

 

 

 

 
スポーツ・レクリエーション活動は，市民の「こころ」と「からだ」の健全な発

展をうながし，明るく豊かで活力に満ちた生きがいある社会の形成に寄与するもの

である。しかし，社会背景の変化に伴い，運動不足や体力の低下が問題となってき

ている。 

このような状況の中で，当市においても高齢化の進展，余暇時間の増大，そして

ライフスタイルの個性化・多様化などにより，スポーツに対する関心が高まり，気

軽にスポーツ・レクリエーション活動へ参加できる機会の拡充が強く求められてい

る。 

このことから，市民が心身ともにたくましく健康で明るい生活が送れるよう，生

涯にわたってそれぞれの体力や年齢に応じたスポーツ・レクリエーション活動に親

しめる機会の拡充を一層推進する。 

Ⅲ．ゆとりと潤いのある地域社会を構築するために，地域

文化の醸成をめざす。 

 

Ⅳ．心身ともにたくましく健康で明るい市民生活の充実をめ

ざし，生涯スポーツの推進を図る。 



 

                                                           ７ 

印 西 市 の 教 育 施 策 の 体 系 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 次代を担う子供たちに，生きる力を育成する。 

 

 

 

 

 
３ 生涯学習の場としての環境づくりを推進するととも

に，学校（幼稚園を含む）施設の整備充実を図る。 

４ 学校保健・学校給食・学校環境衛生の充実を図る。  

１ 生涯学習活動支援の充実を図る。 

 

 

２ 地域ぐるみの青少年健全育成事業を推進する。 

 

１ 文化活動を促進し，地域文化の創造を図る。 

２   文化財の保護及び活用促進と周知に努め，市民の郷
土意識の醸成を図る。 

 

１ スポーツ環境の整備を図る。 

２ スポーツ人材の育成を図る。 

（１）活力ある学校づくりの推進 

（２）豊かな心を育む教育の推進 

（３）社会の変化に対応した教育の推進 

（４）教育相談活動の充実と推進 

（５）特別支援教育の推進 

（６）幼児教育の支援 

 

（１）幼・小・中学校施設等の整備充実  

（１）健康教育の推進と保健指導の充実  

（２）学校環境衛生の充実  

（１）生涯学習推進体制の充実  

（２）生涯学習機会の拡充  

（３）生涯学習関係団体の活動支援及び連携強化 

（４）社会教育関連施設及び機関の整備と活用の促進 

（１）家庭の教育力の向上 

（２）青尐年健全育成機構の整備 

（３）地域教育力の向上支援 

 

（１）文化活動の振興と活動支援 

（１）文化財の保護及び活用の促進 

（２）埋蔵文化財の周知及び理解の促進 

（３）歴史的資料の保存及び活用の促進 

（１）利用しやすいスポーツ施設の運営 

３       スポーツ機会の充実を図る。 

（１）スポーツ人材の育成と活用 

Ⅰ．豊かな人間性と未来

を築くたくましい力

を 持 つ 子 供 を 育 成

し，生涯学習の基礎

づくりをめざす。 

 

Ⅱ．市民それぞれが，生き

がいを感じ，市民相互

の心の通いあう人間味

豊かな生涯学習による

まちづくりをめざす。 

 

Ⅲ．ゆとりと潤いのある地域

社会を構築するために，

地域文化の醸成をめざ

す。 

 

Ⅳ．心身ともにたくましく

健康で明るい市民生活

の充実をめざし，生涯

ス ポ ー ツ の 推 進 を 図

る。 

 

 

健
や
か
な
心
と
体
を
育
む
教
育 

目  標  具  体  目  標  基調 重  点  施  策 

２ 教職員の専門性と指導力の向上を図る。 
（１）教職員研修の支援  

（２）指導力向上の支援  

（３）研究諸団体への協力の拡充  

５ 学校安全の充実を図る。  （１）学校安全の充実  

（１）スポーツ参加機会の創出  
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点検評価結果
目　　　次

(1) 活力ある学校づくりの推進 11頁

(2) 豊かな心を育む教育の推進 12頁
(3) 社会の変化に対応した教育の推進 13頁
(4) 教育相談活動の充実と推進 14頁
(5) 特別支援教育の推進 15頁
(6) 幼児教育の支援 15頁

(1) 教職員研修の支援 16頁
(2) 指導力向上の支援 16頁
(3) 研究諸団体への協力の拡充 17頁

(1) 幼・小・中学校施設等の整備充実 17頁

４　学校保健・学校給食・学校環境衛生の充実を図る。
(1) 健康教育の推進と保健指導の充実 18頁
(2) 学校環境衛生の充実 19頁

５　学校安全の充実を図る。
(1) 学校安全の充実 20頁

１　生涯学習活動支援の充実を図る。
(1) 生涯学習推進体制の充実 21頁
(2) 生涯学習機会の拡充 22頁
(3) 生涯学習関係団体の活動支援及び連携強化 23頁

(4) 社会教育関連施設及び機関の整備と活用の促進 24頁

(1) 家庭の教育力の向上 24頁
(2) 青尐年健全育成機構の整備 25頁
(3) 地域教育力の向上支援 26頁

　(1) 文化活動の振興と活動支援 27頁

(1) 文化財の保護及び活用の促進 28頁
(2) 埋蔵文化財の周知及び理解の促進 29頁
(3) 歴史的資料の保存及び活用の促進 29頁

(1) 利用しやすいスポーツ施設の運営 31頁

(1) スポーツ人材の育成と活用 31頁

３　スポーツ機会の充実を図る。
(1) スポーツ参加機会の創出 32頁

Ⅰ．豊かな人間性と未来を築くたくましい力を持つ子供を育成し，生涯学習の基礎づくりを
めざす。

１　次代を担う子供たちに，生きる力を育成する。

２　教職員の専門性と指導力の向上を図る。

３　生涯学習の場としての環境づくりを推進するとともに，
   学校（幼稚園を含む）施設の整備充実を図る。

Ⅱ．市民それぞれが，生きがいを感じ，市民相互の心の通いあう人間味豊かな生涯学習によ
るまちづくりをめざす。

２　地域ぐるみの青尐年健全育成事業を推進する。

Ⅲ．ゆとりと潤いのある地域社会を構築するために，地域文化の醸成をめざす。

１　文化活動を促進し，地域文化の創造を図る。

２  文化財の保護及び活用促進と周知に努め，市民の郷土意識の醸成を図る。

Ⅳ．心身ともにたくましく健康で明るい市民生活の充実をめざし，生涯スポーツの推進を図
る。

１　スポーツ環境の整備を図る。

２　スポーツ人材の育成を図る。
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重点施策の概要

事　　　　　　　　業 事業内容（平成２１年度目標） 平成２１年度実績

①確かな学力を育み、個性や能
力を伸ばす教育の推進

○基礎学力向上の推進（ドリルタイム
等）

○漢字や計算力の向上を目指し，ドリ
ルタイム等を設定し，基礎学力の向上
に取り組んだ。

○個に応じた指導方法の工夫・改善及
び指導体制の充実

○県費加配教員を活用し，尐人数指導
を実施

②特色ある学校教育の推進 ○学校ホームページの充実 ○更新内容の質の向上と更新比率が高
まった。

○開かれた学校づくりの推進（学校・
家庭・地域の連携）

○地域人材の活用や地域団体との連
携，地域行事への積極的参加

○学校評価による学校教育の改善 ○学校評価の結果をＨＰや学校便りで
公表

○学校支援ボランティアの活用 ○登録者数393名。年間524回の活用が
図られた。

○教職インターンシップ「あすなろ先
生」の派遣（秀明大学との連携）

○１７名の学生を小学校に派遣し，児
童に対し，きめ細かな指導を行うこと
ができた。

③きらり輝く印西の子供育成事
業

○特色ある教育活動推進事業 ○研究指定校を中心に取り組んだ。

○小学校駅伝競走大会の開催 ○市内小学校１１校の参加により実施
（新型インフルエンザのため，２校が
不参加）

○ものづくり体験学習の推進 ○内野小学校６年生を対象に実施

④職業体験学習の推進 ○「夢・仕事ぴったり体験」の支援
（全小学校６年）

○１２校で実施。１校は，受け入れ先
の確保ができず未実施

○「印西市生き活き体験」の実施（全
中学校）

○５校で実施。１校は予定していた
が，インフルエンザ流行のため中止

⑤学校体育の充実 ○体育主任会議及び体育科研修会の開
催

○会議を１回，実技研修会を２回実施

○体力・運動能力テストの調査と活用 ○調査結果を各学校に報告

○小学校体育祭及び千葉県小中学校体
育連盟印旛支部行事への支援

○役員の派遣，児童送迎用のバスの手
配，賞品の授与等により，人的，物的
両面で支援した。

⑥部活動の充実 ○外部人材の活用推進 ○部活動サポーター制度を継続

Ⅰ．豊かな人間性と未来を築くたくましい力を持つ子供を育成し，生涯学習の
基礎づくりをめざす。

１　次代を担う子供たちに，生きる力を育成する。

　(1) 活力ある学校づくりの推進
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○各種大会への参加支援 ○各種県大会及び関東大会並びに全国
大会の交通費等の経費について支援し
た。

○中学校運動部活動サポーターの派遣 ○市内全体で１２名派遣

施策評価

評価理由

今後の課題

事　　　　　　　　業 事業内容（平成２１年度目標） 平成２１年度実績

①道徳教育の充実 ○道徳教育全体計画の改善と道徳授業
の充実

○全小中学校において，全体計画を改
善し，道徳授業を充実させた。

○道徳的実践力を育成する道徳授業の
充実

○道徳の授業を始め，全教科領域にお
いて，道徳的実践力の充実が図られ
た。

○心のノート活用推進 ○道徳の授業等において活用の推進を
図った。

○ピア・サポートプログラムの推進 ○全小中学校で実施

②豊かな体験活動の推進 ○ボランティア活動，交流体験活動等
の推進

○各学校の教育課程に位置付け，地域
の教育資源を有効に活用し実施

○みどりの尐年団活動の推進（全小中
学校）

○全小中学校が参加し，栽培活動や自
然体験活動等を行った。

③図書館教育の推進 ○学校図書館資料の整備充実 ○各校の計画に基づき実施

○読書の奨励と指導の充実 ○各学校図書館担当者を中心に進め
た。

○読書活動の推進（読書タイム・読み
聞かせ）

○朝読書や学校支援ボランティア等に
よる読み聞かせを実施

○学校図書館担当者会議の開催（市図
書館司書との連携）

○学校図書館担当者を含めた会議を１
回，学校図書館司書と市図書館司書と
の連絡会を年７回実施

○学校図書館司書の配置 ○全中学校へ配置（３人で６校）。小
学校は未配置

④自然体験学習等の充実 ○自然観察会の実施 ○年３回開催。各20組参加

○親子体験学習の実施 ○年２回開催。各20組参加

⑤人権教育の推進 ○学校人権教育全体計画の改善と指導
の充実

○校内人権教育研修会の講師として要
請を受け，各学校で指導

⑥芸術文化体験学習の充実 ○さわやかハートフルコンサートの開
催

○小学校11校，中学校6校の参加により
実施（新型インフルエンザのため，小
学校１校が不参加）

○小学校芸術鑑賞教室の開催 ○新型インフルエンザの影響により中
止

尐人数指導を推進し，各校で個に応じた教育の充実が図られた。学校支援ボラ
ンティアや職場体験等で，家庭や地域との連携を深めることができた。部活動
サポーターの派遣により，部活動を活性化することができた。

新学習指導要領の完全実施を踏まえ，児童生徒一人一人に確かな学力と豊かな
心，たくましい体の育成を図るため，さらなる授業改善が求められる。

Ａ

　(2) 豊かな心を育む教育の推進
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⑦福祉教育の充実 ○福祉教育推進校の支援 ○高齢者とのふれあい活動の推進

⑧郷土愛を育む教育の推進 ○学校・地域の歴史資料室の設置と活
用

○地域や学校の特色を生かした歴史資
料室の設置と活用を図った。

施策評価

評価理由

今後の課題

事　　　　　　　　業 事業内容（平成２１年度目標） 平成２１年度実績

①教育課題調査・研究・開発 ○基礎学力調査と活用 ○千葉県標準学力検査結果の分析と考
察を行い，各学校等に配布

○教育に関する調査・研究・開発 ○学習意識・生活状況調査を実施し，
その分析結果を各学校等に配布

○教育研究の奨励・普及 ○学校研修のあり方，教科指導等に関
する情報の提供を行った。

○社会科副読本の改定準備 ○編集委員会を４回開催

○教材の研究開発 ○新教育課程に対応した学習指導の方
法に関する研究を行った。

②教育関係資料収集・活用・教
育広報

○教育センターホームページによる広
報

○各種教育情報の提供を週２～３回程
度実施した。

○教育資料の収集・活用・提供 ○報告書やHP等で，教育情報の収集整
理等を実施

○学校間ネットワークを活用した教育
資料の共有化

○校務や教材資料のサーバーへの共有
化を図った。

③情報教育の推進及び情報環境
整備

○ＩＣＴ活用研修の開催 ○全職員を対象とした年2回の集合研修
と若年層向けの年2回の研修を実施。さ
らに学校訪問研修も実施

○ボランティアITコーディネーターの
派遣

○東京電機大学の学生ボランティア４
名を小学校に派遣

○情報活用に向けた学校情報環境の整
備

○旧印西地区小学校教育用パソコンの
　機器入替え（127台）を実施
○学校ICT事業による情報環境整備を
　実施（内容は以下のとおり）
　　地上デジタルテレビ　423台
　　教育用パソコン　　　138台
　　校務用パソコン　　　555台
　　電子黒板　　　　　　50台
　　校内LAN整備　11校

④国際理解教育の推進 ○外国語指導助手(ALT)の活用 ○全小中学校においてALTを活用

○日本語指導員の派遣 ○学校からの要望に応じて適切に派遣

○国際交流校の支援〈きらり輝く印西
の子供育成事業〉

○インフルエンザの流行により，姉妹
校と交流が行われなかった。

○小学校高学年における外国語活動の
推進

○全小学校において，高学年における
外国語活動が実施された。

　(3) 社会の変化に対応した教育の推進

Ｂ

21年度の事業内容について，ほぼ目標通りに実施することができ，一定の成果
を上げることができた。

学校の教育活動全体を通して，家庭・地域と連携した道徳教育の充実を図り，
豊かな人間性を育成する。
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施策評価

評価理由

今後の課題

事　　　　　　　　業 事業内容（平成２１年度目標） 平成２１年度実績

①個性を生かす生徒指導・教育
相談の充実

○学校訪問指導の充実 ○各学校への訪問を（定期年２回・随
時）により，実態を把握し，指導助言
を実施

○スクールカウンセラーの活用 ○各中学校に１名配置。教育相談の充
実を図った。

○生徒指導長欠対策協議会の開催 ○長欠児童生徒に対する対応につい
て，研修会を２回実施

○生徒指導資料の作成 ○各学校訪問後，生徒指導上配慮する
児童生徒に関する資料を作成

②不登校対策事業の推進 ○適応指導教室「緑のまきば」の充実 ○小学生２名，中学生１５名が来室。
３名が新年度になり，完全復帰。ま
た，１３名が保健室登校等の部分復帰

○連絡会議の実施 ○本人や保護者，学校関係者とケース
会議を個の状況に応じて月１・２回程
度実施
○月１回，保護者会（あったまる会）
を実施，保護者の心のケアを図った。

③教育相談体制の整備 ○面接相談，電話相談事業の推進 ○面接相談１７１件
　電話相談１５４件

○「子ども相談室」の充実 ○５件

○関係機関との連携強化 ○事例によって，スクールカウンセ
ラーや医療機関等と連携

○校内教育相談体制の充実 ○教育相談週間を実施

○訪問指導の充実 ○訪問指導の必要に応じて実施

施策評価

評価理由

今後の課題

21年度の事業内容について，ほぼ目標通りに実施することができ，成果を上げ
ることができた。

21年度の事業内容について，ほぼ目標通りに実施することができ，成果を上げ
ることができた。

子どもを取り巻く環境の多様化複雑化から，悩みを抱えた児童生徒，保護者，
学級担任等が増加しており，どう対応するかが課題となっている。

Ａ

合併に伴う、新市としての情報教育の推進及び情報環境整備の充実

Ａ

　(4) 教育相談活動の充実と推進
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事　　　　　　　　業 事業内容（平成２１年度目標） 平成２１年度実績

①特別支援学級の充実 ○個別指導計画作成と活用 ○個別指導計画は，ほぼ全員作成

○介助員の配置 ○学校の要望書や実態状況の把握を行
い１２名を配置

②就学指導の充実 ○就学指導委員会の開催 ○医師，言語聴覚士等の専門家によ
り，年２回開催

○早期就学相談の実施 ○６月「就学相談会」開催，年間を通
じ就学相談事業の実施

③通常学級に在籍する発達障害児

童の支援

○通常学級指導員の配置 ○学校の要望書や実態状況の把握を行
い１１名を配置

○校内支援体制の充実 ○コーディネーターを中心とした支援
機能の充実

施策評価

評価理由

今後の課題

事　　　　　　　　業 事業内容（平成２１年度目標） 平成２１年度実績

①職員研修の充実 ○保育実技研修会への参加奨励 ○保育実技研修会（夏期研修参加３
回）

〇園内研修会の開催 〇リズム研修年３回実施，食育，新幼
稚園教育要領の読み合わせ，『言葉を
育てる』について→園内研修で協議

②交流事業の充実 ○小学校や地域との交流活動の実施 ○近隣小学校より，体験学習や異文化
交流で受け入れる。

施策評価

評価理由

今後の課題

　(5) 特別支援教育の推進

(6) 幼児教育の支援

交流活動をすることで，双方の教育課程の理解，また意見交換をする機会を設
け，幼尐の連携を更に充実する必要がある。

Ａ

特別に支援を要する児童生徒の実態に応じ，通常学級指導員や介助員の適切な
配置ができた。また，個別指導計画に基づき，個のニーズに応じた支援が充実
してきた。

Ｂ

就学前児童の教育相談ファイルを周知するとともに，それらを活用しながら保
護者理解の下，円滑な支援教育及び就学の充実を図る。

職員研修の充実は図れたが，交流事業は感染症と重なり，実施が難しかった。
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事　　　　　　　　業 事業内容（平成２１年度目標） 平成２１年度実績

①新教育課程実施に向けての支
援

○新学習指導要領移行措置に向けての
校内研修への支援

○授業研修を通して，新学習指導要領
の趣旨と内容を具体的に指導助言でき
た。

②初任者研修の支援 ○初任者研修での指導・助言 ○授業研修や授業見学を中心に，基本
的な事項を中心に指導助言できた。

○教師としての基本的指導力の育成 ○指導教員を中心に，1年間かけ計画的
に実施

③校内研修の支援 ○授業研修での指導・助言 ○授業改善につながる方法と内容につ
いて指導・助言を行った。

○評価についての研修の支援 ○指導改善につながる評価について指
導・助言を行った。

④研究指定校の支援 ○永治小学校(我が国の伝統文化を尊重
する教育に関する実践モデル事業)

○発表場面を参観したり，県担当者と
の連携を図ったりした。

○西の原小学校(千葉県体力づくり推進
モデル校，千葉県小中学校体育連盟印
旛支部指定)

○校内授業研究会や研修等で要請を受
け指導できた。

施策評価

評価理由

今後の課題

事　　　　　　　　業 事業内容（平成２１年度目標） 平成２１年度実績

①指導法等の研修の充実 ○教材研究等に関する研修会の開催 ○各教科の授業づくりについて実施

○学習指導法等に関する研修会の開催 ○各教科の授業づくりについて実施

○実技研修会の開催 ○駅伝の指導方法について実施

○ＩＣＴ活用 ○若年層を中心に年3回の研修を実施

○情報教育研修会の開催 ○情報モラルについての研修会を実施

②教育相談等研修の充実 ○特別支援教育研修会の開催 ○理論と個に対応した指導法に関する
研修を実施

○教育相談基礎講座の開催 ○理論と個に対応した指導法に関する
研修を実施

③主任等研修の充実 ○教務主任研修会の開催 ○週指導計画案の作成研修を実施

○研究主任研修会の開催 ○教務主任研修会と合同開催

○生徒指導担当者研修会の開催 ○モラールアップについての研修会を
実施

○情報研修会の開催 ○情報モラルについての研修会を実施

○国際理解教育担当者研修会の開催 ○小学校外国語活動の授業づくりを実
施

各学校の様々な訪問要請に応えることができ，授業研修等実践的な研修を通し
て具体的に指導助言することができた。

完全実施となる新学習指導要領の理念と課題を周知し，各学校の研究や研修の
質をより一層高める。

　(1) 教職員研修の支援

Ａ

２　教職員の専門性と指導力の向上を図る。

　(2) 指導力向上の支援
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○学校図書館担当者研修会の開催 ○図書館担当の役割について実施

○体育主任等研修会の開催 ○指導案作成の研修会を実施

○安全主任等研修会の開催 ○安全マップの作成についての研修会
を実施

○養護教諭研修会の開催 ○食育に関して研修を実施

○特別支援教育コーディネーター研修
会の開催

○役割とニーズをもった子どもの支援
について研修を実施

○長欠担当者研修会の開催 ○長欠担当の役割りについて研修を実
施

④個人研修の推進 ○海外研修補助 ○該当者がいないため未実施

○教職員による自主講座の開催 ○小中教職員７０名を対象に管理運営
に関する研修を実施

施策評価

評価理由

今後の課題

事　　　　　　　　業 事業内容（平成２１年度目標） 平成２１年度実績

①市教育研究会支援事業 ○市教育研究会運営支援 ○学習指導案の収集・蓄積・活用の促
進

○市教育研究会への指導・助言 ○授業研修会での指導・助言を実施

②諸研究団体支援事業 ○各研究団体の活動支援 ○印旛郡市第三部会研究部等の団体と
の連携の促進

施策評価

評価理由

今後の課題

事　　　　　　　　業 事業内容（平成２１年度目標） 平成２１年度実績

①学校施設のバリアフリー化の
推進

○小・中学校施設のバリアフリー化の
整備・充実

○内野小学校大規模改造工事により，
昇降口をバリアフリー化

 ②ゆとりと潤いのある学校施設
づくりの推進

○小・中学校施設の改修及び校庭整備
の充実

○内野小学校大規模改造工事の実施

Ａ

各研修会について，それぞれ内容の充実を図ることができ，成果を上げること
ができた。

市教育研究会との連携を図り，教師一人一人の授業力の向上をさらに進めた
い。

　(3) 研究諸団体への協力の拡充

３ 生涯学習の場としての環境づくりを推進するとともに，学校（幼稚園を含む）施設の整
備充実を図る。

　(1) 幼・小・中学校施設等の整備充実

Ｂ

学校の中で，それぞれの担当者の直面する最新の教育課題に対し，そのニーズ
に合わせた効果的な研修内容を実施することが必要

市教育研究会の授業研修会等において，指導助言を行うことができた。
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○本埜第二小学校耐震補強工事の実施

 ③学校施設の有効活用 ○余裕教室活用指針に基づく有効活用
の推進

○余裕教室がないため，未実施

 ④設備・備品等の整備充実 ○小・中学校及び公立幼稚園の計画的
な備品整備

○管理備品・教材備品の整備
○新学習指導要領に対応した理科
　備品の整備（国庫補助事業）
○学校図書館図書の整備

⑤学区の適正化 ○通学区域の検討と部分的な調整 ○通学区域の検討と部分的な調整。
　合併に伴う通学区域の変更はなし

施策評価

評価理由

今後の課題

事　　　　　　　　業 事業内容（平成２１年度目標） 平成２１年度実績

①健康教育の推進 ○保健指導教材の整備 ○県からの資料の活用を進めた。

○薬物乱用防止教育の推進 ○北総地区尐年センターとの連携を
図った。

②食に関する指導の推進 ○栄養士による栄養教室の開催（全小
学校１・３年生対象）

○全小学校１年生・３年生に栄養教室
を実施

○小児生活習慣病予防の指導 ○小学５年生，中学１年生・３年生を
対象に小児生活習慣病予防検診を実施
し，事後指導を実施

○総合的な学習の時間「食に関する指
導」の支援

○給食センター栄養士との連携を図
り，授業支援を行った。

③学校保健会の活動の充実 ○学校医，学校歯科医，学校薬剤師と
の連携

○学校保健会総会１回，理事会を２回
開催した。

 ○各専門部会（学校薬剤師，栄養士，
養護教諭）活動の支援

○学校薬剤師研修会２回，栄養士研修
会３回，養護教諭研修会３回を開催

 ○「印西市の学校保健」（小冊子）と
学校保健会報の発行

○「印西市の学校保健」（小冊子）年
１回と学校保健会報年３回発行

④健康診断の実施と事後措置の
徹底

 ○健康診断結果の集計と分析 ○健康診断結果を集計・分析し，「印
西市の学校保健」にまとめた。

 ○個別指導の充実 ○健康診断結果に基づき，個別指導を
実施

⑤小児生活習慣病の予防 ○小児生活習慣病予防検討会の開催 ○年２回開催し，結果の検討，事後指
導等について検討

Ｂ

管理備品，教材備品の整備については，老朽化対策を含め，整備すべき部分が
ある。

限られた財源の中，児童生徒の学習環境の充実を計画的・効率的に図る必要が
ある。

４　学校保健・学校給食・学校環境衛生の充実を図る。

　(1) 健康教育の推進と保健指導の充実
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○小児生活習慣病予防検診の実施（小
学校５年生，中学校１・３年生対象）

○小学５年生，中学１年生・３年生を
対象に実施

⑥口腔衛生事業の推進 ○歯科保健検討会の開催 ○年２回開催し，結果の検討，事後指
導，ブラッシング指導等について検討

○予防教室の実施（ブラッシング指
導）

○各小中学校において，学校歯科医又
は歯科衛生士等による歯科衛生教育，
ブラッシング指導を実施

⑦保健室機能の充実 ○カウンセリング機能の充実 ○養護教諭を対象としたカウンセリン
グに関する研修会を実施した。

⑧学校給食の充実 ○献立の工夫と改善 ○旪の地元食材，家庭で食べられなく
なったおふくろの味をメニューに入れ
た。

○衛生管理の徹底 ○配膳室衛生検査を実施

○給食残渣等の再資源化 ○給食残渣を水分分離し，堆肥化

施策評価

評価理由

今後の課題

事　　　　　　　　業 事業内容（平成２１年度目標） 平成２１年度実績

①学校環境衛生の充実
○環境衛生検査の実施（水質検査，照
度検査，空気検査等）

○照度・照明検査，飲料水・プール水
質検査，空気環境検査（ホルムアルデ
ヒド・二酸化炭素・二酸化窒素），ダ
ニアレルゲン検査，配膳室衛生検査を
実施

施策評価

評価理由

今後の課題

Ｂ

健康教育を教育課程に位置付ける学校も増え，保健指導を充実させることがで
きた。

さらなる保健指導の充実を図るため，健康教育指導案の検討を行っていく。ま
た，アレルギーへの対応など新たな健康課題への対応マニュアルを作成してい
く必要がある。

Ｂ

環境衛生基準に基づいた検査の充実と環境衛生の改善

　(2) 学校環境衛生の充実

校舎の構造上，衛生基準の達成が難しい面があるが，各学校とも環境衛生など
の改善に努めている。
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事　　　　　　　　業 事業内容（平成２１年度目標） 平成２１年度実績

①安全教育の推進 ○交通安全教室の開催 ○市内全小中学校で実施

○防犯教室の開催 ○市内全小中学校で実施

②児童生徒の安全確保 ○防災訓練・防犯訓練等の指導・助言 ○スクールガードリーダーを活用

○緊急対応マニュアル作成の指導･助言 ○マニュアル作成にあたって，指導・
助言を行った。

○防犯ブザーの貸与（全小・中学生対
象）

○市内全小学校１年生及び転入生に配
布

○学校安全防犯メールシステムの活用
（全小・中学校）

○学校ごとに各家庭に登録を呼びか
け，活用する機会が増加

○自動体外式除細動器（AED）の配備
（全小・中学校）

○定期的に点検を実施し，バッテリー
の確認を行うよう指示

○防災無線を活用しての見守り活動の
推進（児童の声）

○時期に合った放送内容になるよう定
期的に見直しをしながら，継続でき
た。

③学校管理下における災害給付 ○日本スポーツ振興センター災害共済
給付制度への加入

○学校管理下におけるケガ等の災害に
対し，災害給付金を給付

④通学路の安全確保 ○通学路図の把握と定期的な点検活動
の実施

○通学路の点検を行い，安全マップの
改訂準備に生かした。

○安全マップの改訂・配布・活用 ○安全マップの改訂準備をした。

施策評価

評価理由

今後の課題

　(1) 学校安全の充実

５　学校安全の充実を図る。

Ａ

関係機関と連携し，交通安全教室や防犯教室を開催することで児童生徒の危機
回避能力が向上した。平成22年度の改訂を目指した安全マップ作成のための準
備として各小学校で通学路の安全点検が重点的に実施できた。

印旛・本埜地区の小学校の安全マップの作成。防犯メールの新システムの導入
と体制整備。交通安全教室の再検討
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事　　　　　　　　業 事業内容（平成２１年度目標） 平成２１年度実績

①生涯学習関連施設及び機関の
連携

○大学等との連携協力 ○中央公民館
「市民アカデミー」にて，東京電機大
学の協力のもと「技術革新の裏側を学
ぶ」を実施
「マイペースパソコン塾」にて，東京
電機大学の学生を講師として実施
○中央駅前公民館
「わくわく探検隊」にて，東京電機大
学の協力のもと「1日大学生体験」を実
施

○大学公開講座等の情報の提供 ○ポスター・チラシの掲出等実施

○学校・社会教育関連施設の連携 ○主催事業等の周知にて連携

②専門職員の確保と指導力の向
上

○研修の機会の確保 ○千葉県公民館連絡協議会・印旛地区
公民館連絡協議会の研修会参加

○社会教育主事講習の受講はなし。

 ③生涯学習情報の拡充 ○生涯学習ガイドの発行 ○内容別・施設別に掲載。各公民館・
学校・コミュニティセンター・保健セ
ンター・健康増進課等の窓口に配布。
市ホームページに掲載

 ④相談体制の推進 ○相談体制の整備 ○電話・窓口での生涯学習情報の提供
（公民館・コミュニテイセンターの
サークル・指導者紹介など）

施策評価

評価理由

今後の課題

概ね順調に実施できた。社会教育主事講習については，人的不足等の理由から
受講を見送った。

１　生涯学習活動支援の充実を図る。

Ⅱ．市民それぞれが，生きがいを感じ，市民相互の心の通いあう人間味豊かな
生涯学習によるまちづくりをめざす。

Ｂ

○更なる生涯学習の推進につながるような事業の継続
○職員の専門性と指導力の向上を目的とした研修の参加・人的協力体制の構築

　(1) 生涯学習推進体制の充実
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事　　　　　　　　業 事業内容（平成２１年度目標） 平成２１年度実績

①公民館を拠点とした学習機会
の拡充

○印西市民アカデミーの充実 ○１学年２５回２２名，２学年８回１
１名を対象に実施

○ICT関連事業の実施 ○中央公民館
「パソコン講習.com」「マイペースパ
ソコン塾」
○中央駅前公民館
「初心者向けパソコン講座」
○印旛公民館
「パソコン教室（初心者向け）」
○本埜公民館
「パソコン教室」

○年齢層対応事業の充実 ○中央公民館
「ふたば講座」「ジュニアコース」
「通学合宿」「デコボコまちなか冒険
隊」
○中央駅前公民館
「はつらつクラブ」「わくわく探検
隊」「運動講座『友遊』」「コミュニ
ケーション講座『コトバノチカラ』」
「季節の料理講座」「地域デビューの
おためし講座」「印西再発見バスツ
アー」「ジュニアものづくりチャレン
ジ講座」「公開講座（消費者問題）」
○小林公民館
「遊び発見隊」「小林カレッジ」「味
わい工房」「メタボリックシンドロー
ムを学ぼう！」
○そうふけ公民館
「なんでもチャレンジャーズ」「ザ・
探求マン」「ふれあい通学合宿」「男
の料理教室」
○印旛公民館
「寿大学」「親子で遊ぼう」「ちびち
びくらぶ」「夏休み工芸教室」
○本埜公民館
「男の料理教室」「わんぱくキッズ」
「わくわくふるさと探検隊」「わくわ
くスポーツ教室」「子ども文化教室」

○行事的事業の充実 ○中央駅前公民館
「地域子育て支援講演会」「初心者向
けパソコン講座」「ヘルスアップ教
室」「サークル共催事業『和つな
ぎ』」
○小林公民館
「ＰＴＡ広報づくり講座」
○そうふけ公民館
「ふれあいカラＯＫ！（老人福祉セン
ター共催）」「ふれあい大会（青尐年
相談員共催）」
○本埜公民館
「手話教室」「エイジレスエクササイ
ズ」「細字教室」「フラワースウィー
ツ教室」「ストレッチ健康体操教室」
「フラワーデザイン教室」「料理教
室」「絵画教室」「決め込みパッチ
ワーク教室」「デジカメ教室」「庭木
管理教室」「フラワークラフト教室」
「ソフト粘土教室」「籐工芸教室」
「英会話教室」「中国語教室」「女性
セミナー教室」「郷土歴史セミナー」

②図書館サービスの充実 ○学校図書館との連携強化 ○スクール便として，市内小中学校へ
定期配本（年8回巡回）を実施

　(2) 生涯学習機会の拡充
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○児童への読み聞かせや，児童対象の
本の内容紹介（年19回）実施

○学校図書館研修会（年1回）学校図書
館連絡会（年６回）実施

○講座及び事業の充実 ○各館で幼児・小学生を対象におはな
し会を開催（年間884人参加）

○出前講座（年2回），読み聞かせ（総
合福祉センター：年2回，子育て支援セ
ンター：年3回，つどいの広場：毎月第
3金曜日），ブックスタート（保健セン
ター：毎月2回）に講師等派遣

○市民アカデミー（20人）及び中学生
職業体験（39人）の実習受入

○各館でブックリサイクルやクリスマ
ス会等実施

○図書館資料の充実 ○利用者の多様なニーズに対応できる
よう一般・郷土・参考資料等，図書整
備の充実を図った。

③市民の学習活動への支援 ○出前講座の充実 ○４４講座（計７９８人）の利用が
あった。

④人権学習の充実 ○人権同和研修会への参加及び啓発 ○県主催の人権研修会に参加（年２
回）

○家庭教育事業及び公民館講座への設
定

○家庭教育シアターフォーラムに人権
講座を実施（年６回７４名参加）

施策評価

評価理由

今後の課題

事　　　　　　　　業 事業内容（平成２１年度目標） 平成２１年度実績

①生涯学習ボランティアの育成 ○生涯学習関連事業等に対するボラン

ティアの育成及び活用

○「印西ＩＴボランティア」を活用し，中央公民
館「パソコン講習.com」及び中央駅前公民館
「初心者向けパソコン講座」を実施

○団体間交流の支援 ○各公民館においてサークル連絡協議会の
支援

②団体間交流及び世代間交流の
促進

○世代間交流事業の充実 ○公民館主催事業にて実施

③生涯学習団体の活動支援 ○団体・グループ等への指導・助言 ○各公民館においてサークル連絡協議会の
支援
○中央駅前公民館にて「印西ＩＴボランティ
ア」へ活動場所の提供と使用機材の貸し出し
を行った。

Ａ

公民館・図書館等の事業において概ね順調に実施できている。

市民のニーズをとらえ，講座の設定を行うなど，各種講座等への参加を更に促
していく周知の工夫

　(3) 生涯学習関係団体の活動支援及び連携強化
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施策評価

評価理由

今後の課題

事　　　　　　　　業 事業内容（平成２１年度目標） 平成２１年度実績

①社会教育関連施設及び機関の
充実

○各種教材・機材の整備充実と活用 ○視聴覚ライブラリーにて，プロジェ
クターを１台整備，随時貸出

　 ○施設設備の充実 ○ベビーシートの増設工事などの実施

施策評価

評価理由

今後の課題

事　　　　　　　　業 事業内容（平成２１年度目標） 平成２１年度実績

①家庭の教育力向上事業の充実 ○家庭教育関連資料や情報の提供 ○家庭教育学級運営委員研修会におけ
る資料・情報の提供

○学校との連携強化 ○家庭教育学級主事会議の実施（２
回）

○社会教育施設及び機関等での家庭教
育事業の実施

○公民館を会場に家庭教育シアター
フォーラムを実施（８回６１人）

 ②家庭教育学級の公立幼・小・
中学校開設及び活動内容の充実

○家庭教育学級の充実 ○必修家庭教育学級講座実施回数（年
間２１２回）

○家庭教育講座の実施 ○公立幼稚園・小学校・中学校におけ
る必修家庭教育学級（３２学級），学
年家庭教育学級(２８学級），計６０学級
の開設

○家庭教育学級関連会議，研修会等の
実施

○家庭教育学級運営委員研修会の実施
（２回）

　 ○家庭教育学級関連資料や情報の提供 ○家庭教育学級運営委員研修会におけ
る資料・情報の提供

③家庭教育相談の充実 ○相談体制の充実 ○家庭教育指導員による指導・助言及
び相談体制の充実

Ａ

いずれの事業も概ね順調に実施できている。

引続き生涯学習関係団体の活動支援に努める。

　(4) 社会教育関連施設及び機関の整備と活用の促進

Ａ

利便性向上のため，設備の充実を図り，効率のよい維持，管理に努めた。

市民の利用に支障が生じないための，社会教育施設の修繕・改修を他の教育施
設を含めた総合的な判断のもと，計画的に進めていく。

２　地域ぐるみの青少年健全育成事業を推進する。

　(1) 家庭の教育力の向上
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施策評価

評価理由

今後の課題

事　　　　　　　　業 事業内容（平成２１年度目標） 平成２１年度実績

 ①教育機関等との連携活動の強
化

○印西市ＰＴＡ連絡協議会等への支援 ○各団体主催事業の支援・協力

○「放課後子どもプラン」の検討

 ②青尐年健全育成関係組織の充
実と連携活動の強化

○各種団体との連携活動の促進 ○青尐年相談委員連絡協議会・子ども
会育成連絡協議会の活動・事業への支
援・協力

 ③青尐年をとりまく社会環境の
浄化と啓発活動の強化

○青尐年をとりまく地域社会環境実態
調査の実施

○ポスター掲示，チラシ配布等の啓発
活動の実施

○「こども１１０番」運営委員会への
支援

○こども１１０番運営委員会の開催
（２回）
○協力家庭・事業者数
印西１，０５８件
印旛　　１７６件
本埜　　２６０件
　計１，４９４件

施策評価

評価理由

今後の課題

　(2) 青尐年健全育成機構の整備

Ｂ

概ね計画どおり実施できたが，「こども１１０番」について協力家庭へのケアが不十分
だった。

Ａ

家庭教育学級の運営は，必修・学年共に順調に実施されている。

更なる家庭教育関連講座の参加者の増員

協力家庭に新しいステッカー，プレートを配布し，社会環境の浄化と啓発に努
める。
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事　　　　　　　　業 事業内容（平成２１年度目標） 平成２１年度実績

 ①地域ぐるみさわやかコミュニ
ティ推進活動の支援

○さわやかコミュニティ推進委員会へ
の支援

○家庭，地域，学校との連携・融合を
調整する市内全域対象の啓発活動の実
施
○さわやかコミュニティ推進委員会の
実施（１２回）
○推進校に指定した市内６校で，地域
住民に対し，実践活動を実施
○ほのぼの家庭・生き生き地域オープ
ンセミナーの開催（４回）

施策評価

評価理由

今後の課題

　(3) 地域教育力の向上支援

Ａ

各推進委員会の事業は実施要項に基づき，順調に実施されている。

各地区委員会の主体性を尊重した支援の継続及び地域特性に応じた事業展開
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事　　　　　　　　業 事業内容（平成２１年度目標） 平成２１年度実績

①芸術・文化活動の支援 ○市民文化祭の実施 ○第14回印西市民文化祭を実施
(期間:10月18日～11月8日，会場:中央
公民館,文化ホール,総合福祉センター)

○文化芸術団体活動への支援 ○共催や後援など活動・発表の場につ
いてのサポート，事業実施内容の情報
提供

○子供たちの文化芸術活動への支援 ○「伝統文化子ども教室」実施２団体
への活動支援及び情報提供

○文化芸術情報の提供 ○公民館・文化ホール等の窓口へのポ
スター，チラシ等の配布，関係団体へ
の資料提供等を行った。

○文化芸術の振興に関する基本的な方
針の策定

○合併に向けた協議のため，方針の策
定を次年度以降に見送り，新市として
基本的な方針を策定する予定

②文化ホール自主事業の充実 ○舞台芸術を鑑賞する機会の提供 ○文化ホール主催事業（鑑賞型）を実
施（10公演実施）

○市民の自主的な活動支援 ○ロビーコンサートを実施（10回実
施）

○文化ホール主催事業（参加型）を実
施　　（1公演実施）

③地域文化活動の振興 ○地域文化活動の拠点支援 ○木下まち育て塾の行うまちかど博物
館事業への協力支援を実施

○市民主体の地域文化活動への支援 ○市民活動団体（印西ふるさと案内人
協会ほか）が行う事業への協力及び広
報等への周知を図った。

施策評価

評価理由

今後の課題

１　文化活動を促進し，地域文化の創造を図る。

Ⅲ．ゆとりと潤いのある地域社会を構築するために，地域文化の醸成をめざ
す。

　(1) 文化活動の振興と活動支援

Ｂ

事業は概ね順調に実施できた。文化事業，市民団体の文化活動が多様化し，深
まりを示している一方，市民文化祭は参加者，見学者共に減尐の傾向にある。

事業及び事業内容の精査を進めつつ，団体や個人の文化芸術活動を支援する。
文化祭については実行委員会方式の導入，開催場所の変更なども課題とし検討
する。
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事　　　　　　　　業 事業内容（平成２１年度目標） 平成２１年度実績

 ①無形民俗文化財の継承支援 ○無形民俗文化財の継承支援

・鳥見神社の獅子舞（県）
・別所の獅子舞（市）
・いなざき獅子舞（市）
・浦部の神楽（県）

○指定文化財の各所有者に対し，保
存，管理に対する指導及び助言を実施
し，伝承継承活動に補助金を交付
・公開事業実施日　平成21年 5月 3日
・公開事業実施日　平成21年 8月24日
・公開事業実施日　平成21年 9月23日
・公開事業実施日　平成21年10月18日

○無形民俗文化財の情報提供 ○指定文化財の各所有者に対し，伝統
文化講習会開催などの情報提供を実施
実施

 ②指定文化財の保護及び活用 ○有形文化財，史跡及び天然記念物の
保存及び活用
・宝珠院観音堂（国）
・木下貝層（国）
・銅造不動明王立像（国）
・梵鐘（県）
・木造毘沙門天及び両脇侍立像（県）
・木造延命地蔵菩薩坐像（県）
・木造地蔵菩薩立像（県）
・銅造十一面観音立像（県）
・弥陀一尊武蔵型板碑（市）
・上宿古墳（市）
・弥陀三尊下総型板碑（市）
・鋳造鰐口（市）
・武西の百庚申塚（市）
・観音寺鋳造鰐口（市）
・吉岡家河岸関係文書（市）
・月影の井（市）
・小金牧鹿狩資料「村小旗」（市）
・泉新田大木戸野馬堀遺跡（市）
・木造不動明王立像及び毘沙門天立像
（市）

○指定文化財の各所有者に対し，保
存・管理に対する指導及び助言を実施

○史跡及び天然記念物の管理 ○史跡管理のため年2回草刈清掃を実施

○文化財防災訓練の実施 ○別所地蔵堂にて平成22年1月24日
（日）に実施

○文化財の普及啓発 ○無形民俗文化財の公開事業のほか，
夏休み（8月20日（木））木下貝層貝化
石採集観察会の実施

③文化財の調査研究 ○文化財基礎調査の実施 ○仏像調査（地蔵寺・戸神集会所等）
を実施

施策評価

評価理由

今後の課題

Ｂ

事業は概ね順調に実施できた。指定文化財等の環境整備や新指定に向けた調査
など事業の充実を図る必要がある。

旧印旛，本埜の文化財が増え，文化財の保護及び活用について，さらに計画的
に推進を図る。

２  文化財の保護及び活用促進と周知に努め，市民の郷土意識の醸成を図る。

(1) 文化財の保護及び活用の促進
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事　　　　　　　　業 事業内容（平成２１年度目標） 平成２１年度実績

①埋蔵文化財の調査研究、保護
及び周知、活用

○市内主要遺跡調査事業の実施 ○道作古墳6号墳の測量調査を実施

○埋蔵文化財を周知する事業の実施 ○該当遺跡がなく未実施

○発掘調査資料の整理・保存・活用 ○道作古墳6号墳の測量調査を実施し，
調査成果を報告書にまとめた。

施策評価

評価理由

今後の課題

事　　　　　　　　業 事業内容（平成２１年度目標） 平成２１年度実績

①市史編さん事業の推進 ○歴史読本の刉行 ○歴史読本刉行にむけて，専門部会ご
とに編集会議や史料調査等を実施し
た。
・歴史読本編さん専門部会編集会議
（原始・古代１回，中世・近世２回，
近代・現代８回）
・史料調査（各部会７回）
・中世・近世編及び近代・現代編の原
稿執筆

○市史研究誌「印西の歴史」の刉行 ○「印西の歴史」第５号を刉行

②地域の歴史に関する史資料の
保存・活用

○地域史料の調査，収集，整理及び保
存

○歴史史料の収集並び整理作業を実施
・古文書等新規収集（新規寄託１件）
・古文書等整理作業（寄託４５件のう
ち４１件の仮目録を作成。うち目録電
算化２件）
○民俗資料を収集
・民具新規受入（５件・３１点）
○歴史資料保管庫等での整理・保存作
業を実施
・文化財基礎調査会の協力により民具
等の整理
○資料整理作業所及び歴史資料保管庫
の施設燻蒸の実施（１０月）

○歴史的文書の収集，整理保管 ○歴史史料（行政文書）引継及び整理
保管作業を実施
・２１年度引継（５０箱分・５９１
件）

　(2) 埋蔵文化財の周知及び理解の促進

Ｂ

埋蔵文化財事業の周知・啓発事業については該当する場所がなく，実施を見
送った。

合併に伴い７００か所を超える文化財包蔵地を抱えることから，埋蔵文化財の
保護及び活用について，今後も推進を図る。

　(3) 歴史的資料の保存及び活用の促進

29



○地域の歴史に関する展示普及 ○ふるさと資料室にて旧草深小学校及
び草深地区に関わる資料等を展示し
た。今年度は，「草深飛行場展」を開
催した。
○歴史資料保管庫の公開を通じて民俗
資料を活用
・出前講座（市内小学校４校・２０７
名）
・施設見学（市内小学校１校・４０
名，一般及び団体見学５件・５２名）
○市史講座「古文書解読入門講座」
（全４回）を実施
○講座「和装本を作ろう」（図書館と
合同開催）を実施

施策評価

評価理由

今後の課題

Ａ

概ね所期の目標とする事業を達成できた。

合併に伴う新市域に対応した事業として再構築し，かつ，市史編さん計画の見
直しが必要となる。
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事　　　　　　　　業 事業内容（平成２１年度目標） 平成２１年度実績

①  利用者の視点に立った施設運
営

○スポーツ施設の管理・運営 ○各施設の利用状況

　・陸上競技場 ・電気時計システム導入に伴う大会
　　の増加（４回→８回）
・陸上競技場利用人数　31,465人

　・野球場 ・野球場利用人数　41,018人

　・テニスコート ・テニスコート利用人数　68,158人

○各施設の管理実績

・野球場（４か所）
　内野整備４０回　除草４０回実施
・テニスコート（３か所）
　人工芝整備４８回実施

②  学校体育施設利用の推進  ○学校体育施設の利活用の推進 ○市内小中学校１９校を一般開放し,
　１６１団体が利用（８団体の増）
　稼働率　　　　小学校　８５％
　　　　　　　　中学校　９８％

③  スポーツ施設利用の多様化へ
の対応

○民間施設の有効活用 ○各施設の利用状況

　・東京電機大学平岡グラウンド 　・利用人数　34,277人

　・六軒河川敷広場 　・利用人数　 3,360人

施策評価

評価理由

今後の課題

事　　　　　　　　業 事業内容（平成２１年度目標） 平成２１年度実績

①  スポーツ指導者の育成 ○体育指導委員活動の推進 ○スポーツサークル等の育成や，体育
行事の企画，立案及び実施
　（会議回数３０回）

○スポーツ尐年団指導者の拡充と資質
向上

○県スポーツ尐年団認定員養成講習
　会，認定員再研修会に参加

 (1) スポーツ人材の育成と活用

Ａ

Ⅳ．心身ともにたくましく健康で明るい市民生活の充実を目指し，生涯スポー
ツの推進を図る。

施設の維持管理も計画通りに実施ができ，既存体育施設及び学校開放におい
ても利用数の増加があったため。

松山下公園総合体育館の設置，印旛高校跡地グラウンドの暫定利用及び市村
合併等により管理するスポーツ施設が増加し，現在と同様に行き届いた管理を
するには体制を含めた検討をする必要がある。

２　スポーツ人材の育成を図る。

１　スポーツ環境の整備を図る。

 (1) 利用しやすいスポーツ施設の運営
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○生涯スポーツ等指導者の育成 ○県・郡主催のニュースポーツ研修会
等に積極的に参加。また，資質の向上
を図るため自主研修会を実施

②  スポーツリーダーバンクの構
築

○スポーツリーダーバンク登録者の
　活用

○各スポーツ団体等の要望に応じた
　登録者の活用

③  スポーツボランティアの育成 ○スポーツボランティア活動の促進 ○スポーツ健康フェスタ，関東大学女
子駅伝，正月マラソンをボランティア
スタッフと連携した運営

④  スポーツ団体等の活動支援 ○体育協会への支援と連携 ○体育協会へ補助金を交付し，運営支
援や市民大会等の開催を支援,また，合
併に向け協議会等を４回開催

○スポーツ尐年団への支援と連携 ○スポーツ尐年団へ交付金を交付し，
市交流大会の実施や各大会の開催を支
援

⑤  競技力向上の推進 ○市民スポーツ大会の開催 ○体育協会が中心となり１８競技３２
大会の開催を支援

○郡市民体育大会への選手派遣 ○郡市民体育大会においては，１７競
技２５種目，全ての競技に参加
　・総合順位　第３位

○トップレベル選手との交流機会の提
供

○スポーツ健康フェスタにて電気時計
を利用したタイムトライアル及びラグ
ビーまつりにおいて交流機会を提供

施策評価

評価理由

今後の課題

事　　　　　　　　業 事業内容（平成２１年度目標） 平成２１年度実績

①  スポーツ情報システムの充実 ○公共施設予約システムの有効活用 ○登録者数2,012件，294件の増加

○スポーツ情報の集約と多様な情報の
提供

○市ホームページ，体育協会ホーム
ページ，広報紙へ各種行事等の情報の
充実を図る。また，体育協会（年２
回），体育指導委員の機関だよりの発
行を支援

②  市民参加型スポーツの普及・
振興

○市民ニーズに対応した各種スポーツ
教室の支援

○硬式テニス教室，ラグビー教室の開
催を支援

○高齢者のスポーツ活動の支援 ○指導者派遣事業やスポーツ備品等の
整備及び貸出しを実施

Ａ

３　スポーツ機会の充実を図る。

　体育協会，スポーツ尐年団，体育指導委員共に充実した活動を行った。
また，郡市民大会においても総合３位と優秀な成績を収めた。

市町村合併に伴い各団体も合併したことから，円満に活動が行われるよう配
慮する必要がある。

(1) スポーツ参加機会の創出
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○ニュースポーツ教室・大会の支援 ○体育指導委員によるショートテニス
教室（７回）大会（２回）の実施

③  スポーツによる健康づくりの
推進

○スポーツセミナーの開催 ○「ウォーキング」をテーマに掲げた
セミナーを開催
　参加人数　８０名

④  市民ぐるみスポーツイベント
の推進

○イベントの開催や各種スポーツ大
　会・教室の支援

○実行委員会主催によるラグビーまつ
り・正月マラソンの開催支援

⑤  スポーツイベントの誘致 ○大規模なイベントの誘致 ○新規イベントの誘致はなかったが，
平成２０年に引き続き関東学生女子駅
伝を開催

⑥  総合型地域スポーツクラブの
育成

○総合型地域スポーツクラブの設立
　支援

○対象地区の検討

○総合型地域スポーツクラブの充実 ○指導者を対象とした講師の派遣

○市民への啓発活動の促進 ○総合型地域スポーツクラブの入会
　案内等ＰＲ活動の支援

施策評価

評価理由

今後の課題

Ｂ

各事業ともに順調に実施されたが，総合型地域スポーツクラブについては，
事業展開ができなかった。

合併に伴い，行政範囲が広がったことから，印旛・本埜地区を会場としたイ
ベントの開催を検討する必要がある。

総合型地域スポーツクラブは既存の団体においても「指導者及び会員の確
保」が課題となっている。まずは課題の研究を行い，その後設立の支援に繋げ
る必要があると考えられる。
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１ 評価内訳 

  

具体目標における重点施策毎の事業評価内訳は，以下のとおり 

   

 Ⅰ 豊かな人間性と未来を築くたくましい力を持つ子供を育成し，生涯学

習の基礎づくりを目指す。 

 

  １ 次代を担う子供たちに，生きる力を育成する。 

番号 重 点 施 策 評 価 

(１) 活力ある学校づくりの推進 Ａ 

(２) 豊かな心を育む教育の推進 Ｂ 

(３) 社会の変化に対応した教育の推進 Ａ 

(４) 教育相談活動の充実と推進 Ａ 

(５) 特別支援教育の推進 Ａ 

(６) 幼児教育の支援 Ｂ 

   

 ２ 教職員の専門性と指導力の向上を図る。 

(１) 教職員研修の支援 Ａ 

(２) 指導力向上の支援 Ａ 

(３) 研究諸団体への協力の拡充 Ｂ 

 

 ３ 生涯学習の場としての環境づくりを推進するとともに，学校（幼稚園

を含む）施設の整備充実を図る。 

(１) 幼・小・中学校施設等の整備充実 Ｂ 

 

４ 学校保健・学校給食・学校環境衛生の充実を図る。 

(１) 健康教育の推進と保健指導の充実 Ｂ 

(２) 学校環境衛生の充実 Ｂ 

 

 ５ 学校安全の充実を図る。 

(１) 学校安全の充実 Ａ 

 

 Ⅱ 市民それぞれが，生きがいを感じ，市民相互の心の通いあう人間味豊

かな生涯学習によるまちづくりを目指す。 

 

  １ 生涯学習活動支援の充実を図る。 

(１) 生涯学習推進体制の充実 Ｂ 

(２) 生涯学習機会の拡充 Ａ 

(３) 生涯学習関係団体の活動支援及び連携強化 Ａ 

(４) 社会教育関連施設及び機関の整備と活用の促進 Ａ 
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  ２ 地域ぐるみの青尐年健全育成事業を推進する。 

(１) 家庭の教育力の向上 Ａ 

(２) 青尐年健全育成機構の整備 Ｂ 

(３) 地域教育力の向上支援 Ａ 

 

Ⅲ ゆとりと潤いのある地域社会を構築するために，地域文化の醸成を目指

す。 

 

  １ 文化活動を促進し，地域文化の創造を図る。 

(１) 文化活動の振興と活動支援 Ｂ 

 

２ 文化財の保護及び活用促進と周知に努め，市民の郷土意識の醸成を

図る。 

(１) 文化財の保護及び活用の促進 Ｂ 

(２) 埋蔵文化財の周知及び理解の促進 Ｂ 

(３) 歴史的資料の保存及び活用の促進 Ａ 

   

Ⅳ 心身ともにたくましく健康で明るい市民生活の充実をめざし，生涯スポ

ーツの推進を図る。 

 

  １ スポーツ環境の整備を図る。 

(１) 利用しやすいスポーツ施設の運営 Ａ 

 

２ スポーツ人材の育成を図る。 

(１) スポーツ人材の育成と活用 Ａ 

 

３ スポーツ機会の充実を図る。 

(１) スポーツ参加機会の創出 Ｂ 

 

※ 評価基準 

Ａ 事業の目標が達成され，計画以上の施策の進捗が認められる。 

Ｂ 事業の目標が概ね達成され，施策の進捗が認められる。 

Ｃ 未達成事業が多く，施策の進捗がほとんど認められない。 
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２ 目標別評価 

 目標における重点施策の評価内訳数は以下のとおり 

番

号 
目   標 

具 体 

目標数 
重 点 

施策数 
重点施策の評価数 

Ａ B Ｃ 

Ⅰ 豊かな人間性と未来を築

くたくましい力を持つ子

供を育成し，生涯学習の基

礎づくりを目指す。 

５ １３ ７ ６ ０ 

Ⅱ 市民それぞれが，生きがい

を感じ，市民相互の心の通

いあう人間味豊かな生涯

学習によるまちづくりを

目指す。 

２ ７ ５ ２ ０ 

Ⅲ ゆとりと潤いのある地域

社会を構築するために，地

域文化の醸成を目指す。 

２ ４ １ ３ ０ 

Ⅳ 心身ともにたくましく健

康で明るい市民生活の充

実をめざし，生涯スポーツ

の推進を図る。 

３ ３ ２ １ ０ 

計 １２ ２７ １５ １２ ０ 

 

３ まとめ 

  今回の点検及び評価の結果，Ⅰ～Ⅳの目標を達成するために掲げている全

１２の具体目標，２７（合理化により、昨年比１施策減）の重点施策中，前

回の報告書と比較して，Ａ評価が６つ増えて１５施策となり（約３２％→約

５５％），Ｂ評価は７施策減，Ｃ評価は今回もありませんでした。 

前回の報告書と比較してＢ評価が全体の約７割から約４割に減尐し、Ａ評

価が５割を超えました。全体として市の教育施策は進捗していると考えてお

りますが，更なる教育施策の進行管理を行ってまいります。 

 

なお，学識経験者の皆様からは，主に次のような御意見をいただきました。 

 この御意見につきましては，報告書素案時にいただいたものです。報告書

の記載内容など，すぐに反映できるものにつきましては，最終報告書に反映

しております。 
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（共通事項） 

合併による新体制，新市域の事業を再構築し，事業を推進していく計画は，

今後改善に改善を重ね，より充実していくことを期待する。職員の共通理解

も大切だが，一市二村それぞれのよい事業はどんどん取り入れ，継続して実

施してほしい。 

 

 

（学校教育分野） 

・学校教育分野全体としては，重点施策を受けて，実施事業が具体的に記さ

れており，評価も適切と考える。 

 

・「１ 時代を担う子供たちに，生きる力を育成する」の重点施策「（１）活

力ある学校づくりの推進」の事業「きらり輝く印西の子供育成事業」は， 

  ○特色ある教育活動推進事業＝研究指定校 

  ○小学校駅伝競走大会の開催 

  ○ものづくり体験学習の推進 

と具体的でわかりやすい。事業の成果も読み取れる。 

 

・学校教育で一番大切なことは，諸施策を受けて，現場の学校（教師）がど

れだけ「魅力ある授業」をしているかということに尽きるのではないか。 

「魅力ある授業」，つまり「わかる授業」である。 

何校か授業を参観させてもらったが，指導力向上のため，さらに授業研修

を充実させてほしい。授業は観られないと向上しないと考える。 

 

・「環境は人を作る」という。何校か参観し，学校現場を直に見て感じたが，

学校環境をよりよくするため，敷地内環境整備に要する予算をさらに充実

させるべきではないか。 

 

 

（生涯学習分野） 

印西市，印旛村，本埜村の事業も加わり，市民にはより開かれた学習の分

野が広がったことは大きな前進であったと思う。 

 

・「１ 生涯学習活動支援の充実を図る」の「（１）生涯学習推進体制の充実」

は，さらに事業内容がわかりやすく市民に情報が拡充されていくことを期

待する。ＨＰ，広報などでも紹介しているが，一部の人への情報となりが

ちであるので，小中学校への印刷物配布，町内会回覧なども効果的と考え

る。 
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・「１ 生涯学習活動支援の充実を図る」の「（２）生涯学習機会の充実」は，

たくさんの事業が実施され，その数も増え，すばらしいと考える。しかし，

実施前の事業案内はよく見聞きするが，事後の成果，参加者の感想を知る

機会が尐ないのではないか。「やりっぱなし事業」にならず，より充実し，

継続して事業が行えるよう，また，興味，関心を抱く市民が増えるよう，

事業ごとの評価と課題がまとめられるとよい。これが参加者も興味を持ち，

今後の事業の活性化，人数の増加につながるのではないだろうか。 

 

・家庭教育学級については，より充実した事業になるように他校の事業計画

だけではなく，反省や感想，アイディアや人気のあった講座などの家庭学

級委員の発表会があるとよいのでは。 

 

・文化活動の振興はとても大切なことと考える。しかし，市民は何を求めて

いるか，特に従来の事業継続に捉われず，新しいアイディア，さまざまな

意見を市民とともに考え，よりよい文化活動にしていくことが今後の活性

化につながるのではないか。 

 

 

（スポーツ振興分野） 

・スポーツの多くは仲間とのコミュニケーションがあり，健康・体力づくり

等の成果とともに仲間意識や連帯意識とともに郷土愛が醸成される副次的

効果も期待できる。そのような中で陸上競技場をはじめ，各施設とも利用

者が増加しているようで，特に学校体育施設利用のうち体育館及びグラン

ドの利活用は極めて高い稼働率であり喜ばしい。 

 

・地域スポーツの振興を図る上で指導者の育成は必須であり，各種の研修，

資格取得情報を積極的に広報し，参加していただく必要がある。他市スポ

ーツ担当部局では，各種の研修，資格取得講座等の情報は常に広報周知し

ているとのこと。また，指導有資格者の活用については，スポーツリーダ

ーバンクに登録されているものの活用例が尐ない。資格を生かした活動の

場を関係者とともに調査研究する必要があると考える。例として，日本体

育協会公認スポーツ指導者が千葉県下に数千人いる。そのうち印西市には

５０～６０人いるが，活動，活躍の場があまりないのが現状である。そこ

で，印西市体育指導員は日本体育協会公認スポーツ指導者に限らず，「スポ

ーツ公認指導員」等有資格者を委嘱することも検討してはどうか。 

 

・今年印西市で開催した第６５回国民体育大会山岳競技は，盛会裏のうちに

終了した。今後，常設整備したクライミングウォールの市民活用が必須で

あり，指導者の育成が急務である。 
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・市民一人ひとりが生涯にわたりスポーツ活動を楽しむことができるために

は，市民が気楽に参加できる機会を提供する必要がある。市民アンケート

によれば，「普段もっとスポーツを行いたい」と感じている人が７２％，「活

動情報をもっと流してほしい」が３４．７％，「初心者向けのスポーツ教室

やスポーツ行事を充実させてほしい」が３６．９％となっている。体育協

会加盟種目のような専門競技のほか，市民が「いつでも，どこでも，だれ

でも，気軽にできる軽スポーツ」の一層の普及が求められていると考える。 

 

 

貴重な御意見，ありがとうございました。 

今後の教育施策に生かすため，検討してまいります。 

 

 

この点検評価報告書の作成の意義として，市教育委員会がその所掌事業に

ついて自己点検を行うことで現状を把握し，計画の実現に向けて事業の精査

を図り，外部学識経験者の皆様からいただいた御意見を検討し，翌年度の教

育施策に反映させることであると考えております。 

つきましては，今回の点検・評価をもとに重点施策ごとの今後の課題の克

服に努め，事業の合理化を進め，市民のみなさまの御意見を取り入れながら，

必要に応じて現行施策の見直しを図り，重点施策の進捗，教育施策に掲げる

目標の達成に努めてまいります。  


